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     〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020 

   会長 行田 宏              新潟県中小企業会館内   FAX 025-266-6024 

    

    おおおお花見花見花見花見ラリーラリーラリーラリーのごのごのごのご案内案内案内案内    
年度初めの行事｢お花見ラリー｣、今年は燕市街地にあります金山神社の桜を

見にいきます。金山神社は昔から鍛治の神さまとして敬神されております。シ

ーズン初めにあたり自転車の整備点検、安全に楽しく走るための心構えやルー

ルなど、おさらいをして走りましょう。 

 

● 実施日実施日実施日実施日   ４月１７日(日)  

● 集集集集    合合合合  ＡＭ１１：００～ＰＭ１:３０ 

 燕市金山神社 燕市南３丁目 

        トントントントン汁汁汁汁サービスサービスサービスサービスありますありますありますあります    
● 参加費参加費参加費参加費   無料 

● コースコースコースコース   

集合ラリー形式とします。各自、各グループで行き帰りのコ－スを

設定して集合場所にお集まりください。 

   

◎◎◎◎県協会県協会県協会県協会ではではではではモデルコースモデルコースモデルコースモデルコースをををを設定設定設定設定しましたしましたしましたしました。。。。次次次次ページページページページにににに案内案内案内案内をををを載載載載せていせていせていせてい

ますますますます。。。。参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方ぜひぜひぜひぜひ一緒一緒一緒一緒にににに走走走走りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。    

● 申申申申しししし込込込込みみみみ････問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

            おおよその人数把握のため、できるだけ事前申し込みをお願いします。 

  事前申し込みの際は４月１５日まで。代表者名と人数をお知らせくださ

い。もちろん当日参加も大歓迎です。 

        金子金子金子金子    勲勲勲勲（（（（燕市燕市燕市燕市サイクリングサイクリングサイクリングサイクリング協会協会協会協会））））    
    〒〒〒〒959959959959----1234123412341234    燕市南燕市南燕市南燕市南３３３３丁目丁目丁目丁目６６６６－－－－５５５５    
 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ０２５６０２５６０２５６０２５６－－－－６３６３６３６３－－－－２６７９２６７９２６７９２６７９ 

            ※雨天中止。 
 ・昼食昼食昼食昼食はははは各自各自各自各自でごでごでごでご用意用意用意用意くださいくださいくださいください。。。。 
 ・使用する自転車は、事前に充分な点検整備をおこなってください。 

・参加中の事故は応急的な処置はおこないますが、加害、被害とも各人の

責任において処理してください。 

・協会員でない方でもサイクリングに興味がある方が周りにいましたら、

お誘い合わせのうえ参加してください。 

 

 輪行を予定の場合列車時間情報 

新潟9:21→10:14吉田10:18→10:27燕  長岡9:06→9:32東三条9:47→9:58燕 

 

    

「「「「おおおお花見花見花見花見ラリーラリーラリーラリー」」」」モデルコースモデルコースモデルコースモデルコースのごのごのごのご案内案内案内案内    
 １人で走るのは少し心配な方や少し遠出をしてみたいと思っている方、

興味のある方は一緒に走りましょう。 

 ●集合日時 4 月 17 日(日) ７：４０集合、８：００スタート 

●集合場所 善久河川敷公園駐車場 

（新潟市西区新潟日報社裏の信濃川河川敷） 

 ●往路 河川敷公園→県道 141（途中から信濃川沿い）→新飯田 R8 横切る 

     →県道 153→燕市街地→金山神社 約４０ｋｍ 

  復路（1:30 ころ出発）金山神社→県道 153（中之口川沿い）→県道 325→

県道 46→大野→河川敷公園  約３５ｋｍ 

 ●問い合わせ・連絡先 

   涌井秀行 〒950-0861 新潟市東区中山6-14-14 

 TEL･FAX 025-271-8809 

 

｢｢｢｢評議員会評議員会評議員会評議員会」」」」報告報告報告報告    
    

 去る３月６日に、県協会の定期評議員会が開催されました。2010年度事業報

告と会計仮決算報告がなされました。 

議事において承認された内容は以下のとおりです。 

１１１１．．．．２０２０２０２０１１１１１１１１年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    

2011 年度の事業計画としては次のような事業方針が確認されました。 
●サイクリングサイクリングサイクリングサイクリング普及普及普及普及にににに関関関関するするするする事業事業事業事業  

一般参加の方にも楽しんでもらえる行事として、県サイクリング大会の実

施と県レクリエーション大会(県レク大会)へ参加します。県レク大会は新潟

市秋葉区での開催で、変り種自転車試乗会などをおこないます。 
●仲間仲間仲間仲間つくりにつくりにつくりにつくりに関関関関するするするする事業事業事業事業    

お花見ラリー、峠越えツアー、納会、スキーツアーなどを実施します。 
●後援事業後援事業後援事業後援事業 

県協会の活動趣旨に沿ったイベントとして、｢2011スポニチ佐渡ロングラ

イド２１０｣、｢ツールド妻有｣、｢松之山温泉ヒルクライム」の後援。    
●ＪＣＡ、ＪＣＡ、ＪＣＡ、ＪＣＡ、関係団体行事関係団体行事関係団体行事関係団体行事 

全国サイクリング大会ｉｎ三重 
関東甲信越ブロックサイクリングラリー栃木県大会 

● 会員相互会員相互会員相互会員相互のののの連絡連絡連絡連絡とととと組織強化組織強化組織強化組織強化にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    
情報提供としての NCAニュースの充実。 

○○○○ 具体的な行事日程については最後のページに記載していますが、お花見

ラリー、県サイクリング大会と納会については、次のような順番の各地区

協会で主管することを確認しました。 

 

 



 

 

 

 
 

    

２２２２．．．．２０２０２０２０１０１０１０１０年度年度年度年度（（（（仮仮仮仮））））決算決算決算決算、、、、２０２０２０２０１１１１１１１１年度予算年度予算年度予算年度予算    

●●●●    2020202010101010 年度年度年度年度会費会費会費会費・・・・JCAJCAJCAJCA 登録会計登録会計登録会計登録会計((((仮仮仮仮))))決算決算決算決算    

(会員数１０８名 うち家族会員数５名､中途入会なし 
収入の部…会費 432,000追加保険 9,600 指導者登録 15,000 合計 456,600 
支出の部…JCA 登録 86,400 保険 129,600 助成金 216,000 
追加保険 9,600JCA 指導者登録 10,000 指導者登録助成金 5,000 
合計 456,600 
●●●●    2020202010101010 年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計((((仮仮仮仮) ) ) ) 決算決算決算決算    

収入の部…繰越金 434,724 JCA 登録助成金 221,000 補助金 120,000  
受託費 260,600 繰入金 907 雑収入 11,992 合計 1,049,223    
支出の部…事務局費 24,000 通信費 120,295 消耗品費 8,667 会議費 22,500
事業費 185,275 組織強化費 111,000 交際費 0 負担金 120,020 雑費 0 
繰出金 290,000 予備費 0 繰越金 167,466 合計 1,049,223 
● 2010201020102010年度特別会計基金年度特別会計基金年度特別会計基金年度特別会計基金((((仮仮仮仮))))決算決算決算決算 
収入の部…繰越金 1,010,648 繰入金 0 雑収入 0 合計 1,010,648 
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,010,648 支出合計 1,010,648 
●●●●    2020202011111111 年度年度年度年度会費会費会費会費・・・・JCAJCAJCAJCA 登録会計予算登録会計予算登録会計予算登録会計予算    

 (見込み会員数 110名 うち家族会員数 5名 中途入会 1名) 
収入の部…会費 440,000 追加保険 9600 指導者登録 3,000 合計 452,600 
支出の部…JCA 登録 88,000 保険 132,000 助成金 220,000 追加保険 9600 
JCA 指導者登録 9,000 指導者登録助成金 1,000 合計 452,600 
● 2020202011111111 年度一般会計予算年度一般会計予算年度一般会計予算年度一般会計予算 

収入の部…繰越金 167,466 JCA 登録助成金 221,000 補助金 120,000  
受託費 252,000 繰入金 0 雑収入 0  合計 760,466 
支出の部…事務局費 24,000 通信費 103,000 消耗品費 10,000  
会議費 41,000 事業費 203,000 組織強化費 114,000 交際費 0 負担金

150,000 雑費 0 繰出金 0 予備費 115,466 合計 760,466 
●●●●    2020202010101010 年度特別基金会計予算年度特別基金会計予算年度特別基金会計予算年度特別基金会計予算    

収入の部…繰越金 1,010,648 繰入金 0 雑収入 0 合計 1,010,648 
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,010,648 合計 1,010,648 
 
なお、本決算につきましては規約に基づき、3 月度末までの収支が確定した

後、再度、監事による監査を受け、6 月末までに役員、評議員に報告を行い、

書面をもって承認を受けることになります。 
 
 
 
 

 

 2011年 2012年 2013年 

おおおお花見花見花見花見ラリーラリーラリーラリー     燕 新潟 五泉 

県県県県ｻｲｸﾘﾝｸｻｲｸﾘﾝｸｻｲｸﾘﾝｸｻｲｸﾘﾝｸﾞ゙゙゙大会大会大会大会       新潟   長岡 新発田 

納納納納        会会会会    新発田 上越 十日町 

２０２０２０２０１１１１１１１１年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    
 4月 17日  「お桜見ラリー」 燕市金山神社          燕市協会 

5月 14～15日 ｢２０１１スポニチ佐渡ロングライド２１０｣      後援 

 6月 26日   ｢新潟県サイクリング大会｣･地区代表者会    新潟市協会 

 7月  

 8月 28日   ｢２０１１ツールド妻有｣              後援 

 9月 3～4日  ｢松之山大巌寺高原ヒルクライム｣          後援 

10～11日 ｢関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸｻｲｸﾘﾝｸﾞﾗﾘｰ｣栃木県大会 

10月 8～9日  ｢新潟県レクリエーション大会｣in新潟市秋葉区 

15～16日 ｢峠越えツアー｣(行き先未定)         県協会事務局 

22～23日 ｢全国サイクリング大会｣in三重市    

11月 5～6日  ｢納会｣・理事会              新発田市協会 

12月  

 1月  

 2月 未定   ｢スキーツアー｣ 野沢温泉          県協会事務局 

 3月 4日    ｢理事会・定期評議員会｣ 新潟市 

 

     
           告知告知告知告知はおすみですかはおすみですかはおすみですかはおすみですか？？？？    

      自転車総合保険自転車総合保険自転車総合保険自転車総合保険のののの制限制限制限制限をごをごをごをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください    
  2011年度への会員更新の際に、保険金請求履歴の告知が必要です。また、

自転車総合保険の特典に制限が設けられました。JCAから送られてきている

更新案内書もしくはJCAのHPでもう一度確認願います。 

 

  東日本大震災、新潟･長野県境における地震災害を受けられた皆さん、で

きるだけ早く復旧されること、ともにまた自転車趣味を楽しめると時が来る

ことを祈っています。 

☺�� 会員更新手続きがまだの方は、2011年度のJCA自転車保険が３月３１

日で有効期限が終わりますのでお忘れなく。更新を行う方は至急お願いします。

更新をされていない方にはこれが最後のNCAニュースとなります。 

 新潟県サイクリング協会は県内にある地区協会の集まりによって組織され

ています。基本的に(例外もありますが)地区協会を窓口にして県協会の会員更

新が行われます。また県協会の会員になりますと、自動的にJCAへの会員登録

も行っています。お互い独立した組織ですが、密接な関係を持ち、JCAの会員

になることによってJCA自転車保険をはじめJCAの特典が利用できます。 

� 各地区協会、クラブでの年間計画などが決まりましたら事務局へも一報

ください。できるだけご紹介していきます。�� 
 

〒950-0166 新潟市江南区旭 4-3-12   橋本 明 
 TEL 025-381-6045 Ｅ-mail z1te27@sage.ocn.ne.jp 

NCA ニュースへの 

情報連絡送付先 


